
基本構想の３つの目標
健やかに
安心してくらせるまち　北区
一人ひとりがいきいきと活動する
にぎわいのあるまち　北区
安全で快適な
うるおいのあるまち　北区
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The three goals of the basic concept are:
(1) Kita City, a safe community where people 

can enjoy healthy lives
(2) Kita City, a bustling community where 

people can lead vibrant lives
(3) Kita City, a well-lubricated community of 

security and comfort  

北区基本構想
平成11年に北区基本構想を策定し、北区の将来像を

「ともにつくり未来につなぐ　ときめきのまち－人と水とみどりの美しいふるさと北区」としました。

Kita City Basic Concept
In 1999 Kita City formulated a basic concept, which envisions the future image of the city as 

“Our beautiful hometown Kita City, a community of water and greenery created by all of us for our future”.
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北区基本計画2020

新たな時代に  未来への希望を紡ぐ  ふるさと北区
　基本計画 2020 では、区の基本姿勢である「区民とともに」と、これまでの基本計画・中期計画に掲げてきた 3
つの優先課題（「地震・風水害に強い安全・安心なまちづくりに全力」で取り組むこと、「長生きするなら北区が一
番」を実現すること、「子育てするなら北区が一番」をより確かなものにすること）を進め、北区の 10 年後のある
べき将来を見据えた、取り組むべき 2つの最重要課題（地域のきずなづくり、子育てファミリー層・若年層の定住化）
へさらに積極的に対応します。
　あわせて、ここ数年の人口増加や住みたいまちとして北区が注目を集めていること、渋沢栄一翁の新紙幣の肖像
の採用や大河ドラマの放映など、まさに今、北区をプロモーションする絶好の機会が訪れています。この機を捉え、
シティプロモーションに一層力を入れるとともに、北区の新たな魅力や価値を創出する施策に積極的に取り組みます。

基本構想に掲げる北区の将来像の実現

北区の新たな魅力や価値を創出する施策の展開

「長生きするなら北区が一番」を実現すること

「子育てするなら北区が一番」をより確かなものにすること

基本姿勢「区民とともに」

本格化するまちづくりの一層の推進

水・みどり・公園　新たな魅力とうるおいの創出

文化・芸術・産業・観光　北区らしさの創造

多様性の尊重　だれもがいきいきと生活できる基盤の確立

「地震・風水害に強い安全・安心なまちづくりに全力」で取り組むこと

３つの優先課題

北区の最重要課題

地域のきずなづくり
子育てファミリー層・若年層の定住化
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　発生の切迫性が指摘されている首都直下地震や気候変動の影響等による台風の大型化に伴う荒川氾濫などの大規
模災害を想定した地震・風水害対策をはじめ、災害に強いまちづくりを一層推進し、区民の生命、財産を守ること
に全力で取り組みます。
　引き続き、「北区地域防災計画」に基づく取組みを進め、自助、共助の力となる地域防災力の向上をめざすととも
に、「大規模水害避難計画」の策定に取り組みます。また、木造住宅密集地域の解消をはじめ防災まちづくり事業の
推進や、地域防犯力の向上に取り組み、安全・安心な生活環境づくりを強化します。

「地震・風水害に強い
安全・安心なまちづくりに全力」
で取り組むこと

●防災訓練
　キーワードは「自主防災」。地域での日頃の訓練が
重要です。地元の自主防災組織が実施する訓練に多く
の区民が参加して地域ぐるみで震災に備えています。

Disaster Drills
The key phrase is “voluntary disaster prevention”. Regular 
drills at the community level are important. Preparing for 
earthquakes, many residents participate in disaster drills 
conducted by voluntary organizations for disaster prevention.

●中学生の防災学校
　災害時に地域の貴重な担い手になることが期待され
る中学生を対象に、防災に関する知識や技術の習得を
目的にした防災学校を開催しています。

Disaster Prevention Classes for Junior High 
School Students
Kita City holds disaster prevention classes for junior high 
school students who are expected to play important roles in 
the community in case of a disaster, so that they can acquire 
knowledge and technique about disaster prevention.

●「災害時におけるタクシー・バス車両によ
　る緊急輸送協力に関する協定」を締結
　王子地区を中心としたタクシー・バス事業者８社と、
車両を傷病者や物資の輸送のために出動させ、災害時
の緊急輸送体制を支援する協定を締結しています。

Conclusion of “Agreement on Emergency 
Transport Cooperation with Taxies / Buses in 
Disasters”
Kita City has concluded the agreement with eight taxi and bus 
operators centering on the Oji area on chartering vehicles for 
transporting the sick and injured and supplies and supporting 
the emergency transport system.

防災センター

青色回転灯を設置したパトロールカー

防災デイキャンプ給水車
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●給水車の整備
　災害時、必要な場所へ水を配ることができるよう、
区では給水車を３台備えています。

Arrangement of Water Supply Truck
Kita City has three water supply trucks so that water can be 
supplied to places in need of water in case of a disaster.

●防災センター
　昭和59年に開設された東京初の防災センターです。ここで防災デイキャ
ンプなどの、防災啓発事業を行っています。また、地震の科学館では、過
去に起きた地震の体験、煙の体験及び初期消火体験などができます。

Disaster Prevention Center　This is the Tokyo’s first disaster prevention center 
set up in 1984. Disaster prevention enlightening projects such as disaster prevention 
day camps are conducted here. In addition, visitors can experience earthquakes that 
occurred in the past, smokes, and initial firefighting at Earthquake Science Hall.

●北区防災気象情報メールサービス
　気象庁等が発表する台風や豪雨などの各種気象情報や地震情報などを、携
帯電話やパソコンに電子メールで配信するサービスです。また、北区の気象
情報などを、パソコンや携帯電話のホームページでも見ることができます（こ
のサービスは、日本気象協会に委託して運営しています）。

Disaster Prevention Meteorological Information Mail Service of Kita City
This service delivers various kinds of weather information, such as typhoons and heavy 
rains and earthquakes announced by the Japan Meteorological Agency etc. to mobile 
phones and PCs by e-mail. Furthermore, meteorological information etc. of Kita City can 
be browsed on the website through PCs and mobile phones (this service is outsourced to 
Japan Weather Association).

●防犯出前講座
　振り込め詐欺対策や悪質商法の被害防止対
策など、警察のＯＢによる出張講座を実施し
ています。

Crime Prevention On-Site Courses
On-Site courses by former police off icers are 
conducted, like measures against remittance fraud 
and damage prevention measures against malicious 
sales activities.

Areal Safety and Assuredness Patrol
In Kita City, entrusted guards patrol the city for twenty-four 
hours and 365 days, as the patrolling team of communal 
security and assuredness. Members, going around the city in 
a patrol car with the blue rotating lamp on top, are committed 
to the discovery of suspected individuals and objects and 
the security confirmation of public facilities like the ones for 
children.

●地域安全・安心パトロール
　北区では地域安全・安心パトロール隊として、委託した
警備員により、365日・24時間区内巡回パトロールを実施
しています。隊員は、青色回転灯を設置したパトロールカー
で区内を巡回し、不審者や不審物の発見、児童施設をはじ
めとする公共施設の安全確認などに取り組んでいます。
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　人生 100 年時代を見据えた健康長寿社会の実現に向け、だれもが「いきがい」や「やりがい」を持って暮らせる
北区をめざし、高齢者の就労や社会参加につながる「いきがい」を創出するしくみづくりを進めるほか、生涯学習・
生涯スポーツの環境整備にも取り組み、いくつになっても、だれもが自分らしく輝き、活躍できる社会の実現をめ
ざします。
　あわせて、健康寿命の延伸を図るため、若い世代から、高齢者まで自らの健康に関心を持ち、自ら取り組む健康
づくりを支援する事業の充実を図ります。
　また、介護と医療の連携を強化し、すべての人が健やかに、互いに支えあいながら住み慣れた地域で安心して暮
らし続けるために、「北区版地域包括ケアシステム」をさらに充実します。

「長生きするなら北区が一番」
を実現すること

●高齢者あんしんセンター（地域包括支援センター）
　高齢者の方が住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるように、
介護・福祉・健康・医療などさまざまな面から総合的に支えるために
設けられた相談窓口です。

Elderly Relief  Center
(Comprehensive Regional Support Center)
This center is the place for consultation set up to provide comprehensive support for 
the elderlies from various aspects such as nursing care, welfare, health, and medical 
care, so that they can continue to live and rest assured in the accustomed area.

●区民健康づくり大作戦　桜ウォーク
　桜の名所の石神井川沿いを巡りながら、ウォーキングの楽しさを満喫
してもらおうと、毎年春に開催しています。

Big Campaign of Health Promotion for Kita City Residents: 
Sakura Walk
This event is held every spring in order to let people enjoy walking to the full while 
strolling along the Shakujii River, a famous cherry blossom spot.

●あるきた
　健康づくりの意識を高めることを目
的としたウォーキングアプリです。毎
日の歩数、区主催の講座やイベント参
加などに応じて貯まるポイントを利用
し、景品の抽選に応募することができ
ます。

Arukita (Walking in Kita City)　
A walking application designed to raise the 
awareness of staying healthy. Users of such 
application can apply for a prize in the lottery, 
by taking advantage of points collected in 
accordance with the number of daily walking 
steps and of participation in courses, events, 
etc. held by Kita City.

39

●北区さくら体操
　「北区さくら体操」は、「北区のうた」にあわせ、桜
の花々に思いを寄せながら手軽に楽しく体を動かせる
北区オリジナルの健康体操です。北区はこの「北区さ
くら体操」の普及活動を行っています。

Kita City Sakura (Cherry) Physical Exercises
Kita City Sakura Physical Exercises is healthy exercises unique 
to Kita City, making it possible to move the body casually and 
enjoyably while giving a thought to cherry blossoms exercising 
to the accompaniment of “Kita City’s song”. The City has been 
conducting the promotion activities of this “Kita City Sakura 
Physical Exercises”.

●介護予防の自主グループ交流会
　元気で長生きするために、週 1回以上仲間と運動を
行っている自主グループを支援しています。交流会で
は、グループのメンバーが、高齢者あんしんセンター
職員やリハビリ専門職と共に、お互いに知恵を出し合
いながら、活動を継続する秘訣を探っています。

Voluntary Gathering to Prevent Nursing Care
Kita City supports voluntary groups doing exercises with fellow 
members at least once a week for longevity and healthy life. 
In the gathering, members seek for the knack to continue their 
activities, by sharing their wisdom with staff and rehabilitation 
specialists of Elderly Relief Center.

●高齢者ふれあい食事会
　地域社会との交流や孤独感の解消、閉じこもり予防を目的に実施していま
す。参加者は年間を通して同じ会場に一同に会し、楽しく食事をしています。

Elderly Luncheon Communication Party
The party is held in order to exchange with the local community, relieve loneliness, and 
prevent withdrawal. Participants get together in the same venue throughout the year and 
enjoy meals.

●北区在宅療養あんしんハンドブック
　区民の方が在宅療養を行う上で必要となる医療社会資源を調査し、その結果を基に「北区在
宅療養あんしんハンドブック」を作成しました。

Kita City Home Nursing Care Reliable Handbook
“Kita City Home Nursing Care Reliable Handbook” was prepared, based on the 
results of the study on social resources for medical service which are necessary for 
Kita City residents to do home nursing care.  

●特別養護老人ホーム
　北区には特別養護老人ホームが、区立で３施設、民間で８施設あり、
整備を進めています。

Special Nursing Home for the Elderly
Among the special nursing homes for the elderly in Kita City, three are run by the 
municipality and eight are by the private sector. They are under further development.

●認知症カフェ「オレンジカフェきたい～な」
　認知症の人や家族が安心して生活ができるよう、地域の支え合いを進める交流・活動の場
として「オレンジカフェきたい～な」を区内で開催しています。

Café for dementia people “Orange Cafe Kita-iina”
“Orange Cafe Kita-iina” is the meeting placeheld in Kita City for socializing and activities to promote local 
mutual support, so that people with dementia and their families can live without worry about.
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　妊娠期から出産期、乳幼児期、そして学齢期まで、それぞれのステージに寄り添った切れ目のないきめ細かな支
援の充実や、保育所・学童クラブの待機児童解消に向けた定員拡大とともに、質の向上を図り、子育てファミリー層・
若年層が安心して住み続けられる環境づくりに取り組みます。
　また、児童虐待防止に向けた取組みの強化とともに、旧赤羽台東小学校跡地を活用し、児童相談所をはじめとし
た子ども・教育に関する複合施設の設置に向け、着実に準備を進め、子どもたちの健やかな育ちをサポートする体
制を充実します。
　「教育」の分野では、未来を担う子どもたちが、地域社会の一員としての自覚のもと、「ふるさと北区」に誇りをもち、
自らの力で人生を切り拓き、将来様々な分野で活躍できる人材となるよう、「確かな学力の定着・向上」、渋沢栄一
翁の精神についても学習する「グローバル人材の育成」などの取組みを進めるとともに、学校改築・改修にも計画
的に取り組み、教育環境の向上を図り、「教育先進都市・北区」をさらに前進します。

「子育てするなら北区が一番」
をより確かなものにすること

●放課後子ども総合プラン
　小学校の教室や校庭などを使い、平日の放課後や土曜
日、長期休業期間中に、子どもが安心してのびのび過ご
せる活動場所や生活の場を提供します。北区では、就
労形態の多様化や家族構成の変化による保護者のニー
ズの変化に対応するため、放課後子ども総合プランの
充実や待機児童の解消に向けた学童クラブの定員拡大
を図っています。

Comprehensive Plan for Children After School
Elementary school classrooms and schoolyards are used as 
places of activities or living for children to feel assured and 
spend time without restraint, after school on weekdays, on 
Saturdays, and during long vacations. Kita City intends to enrich 
comprehensive plan for children after school and expand the 
capacity of after-school child day care centers in order to solve 
the problem of children on waiting list, to cope with changes in 
the needs of parents or protectors due to the diversification of 
working styles and changes in the family structure. 

●産前産後セルフケア講座
　出産前後の精神的な不安や孤立による育児不安
の解消を図るために、妊婦と産後２～３か月の産
婦を対象にバランスボールエクササイズやコミュ
ニケーションワークを実施し、育児の負担軽減を
図っています。

Self-care Course before and after Childbirth 
Kita City conducts balancing bal l  exercises and 
communication work designed for pregnant women and 
mothers 2-3 months after childbirth, in order to eliminate 
mental uneasiness before and after childbirth and anxiety 
about nursing children due to isolation, thereby reducing 
the burden of childcare.

きたハピ
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●子ども家庭支援センター
　北区における児童虐
待の一義的な相談窓口
として、虐待の予防と
早期発見に向けた取組
みを、関係機関と連携
して進めています。
　子どもと家庭の総合
相談として、子育てや
家庭の悩みなどの相談を受けたり、乳幼児親子が
安心して遊べる場を設けています。また、安心マ
マヘルパー事業、子どもショートステイ・子ども
トワイライトステイ、ファミリー・サポート・セ
ンター事業などの在宅サービスも実施しています。

Families with Children Support Center　
As a primary consultation on child abuse in Kita City, we are 
working in cooperation with related organizations on efforts 
towards prevention and early detection of abuse.
After a comprehensive consultation on children and homes, we 
have established a place where you can discuss your troubles 
about things such as child-rearing and troubles at home, you 
will also find a place to let infants and children play at ease. In 
addition, we offer home services such a dispatching helpers 
for mothers, child short stays and a child twilight stays and 
Family Support Center activities.

●保育所待機児童解消
　保育需要の増加や保護者の
ニーズの変化に対応するた
め、待機児童解消に向けた認
可保育所などの整備を積極的
に推進し、子育てしやすい保
育環境の充実を図っています。

Solving the Problem of 
Children on Waiting List　
Kita City has been aggressively moving forward developing authorized 
nurseries toward solving the problem of children on waiting list and has 
been seeking to enrich the nursing environment where people can raise 
children without difficulty, in order to cope with increasing nursing demand 
and changing needs among parents.

●きたハピ（東京都北区子育て応援サイト）／
　きたハピモバイル
　子育て世帯が子育てに関する
情報を効率的に収集するための
ポータルサイトとして、北区の
子育て情報を発信する中心的な
役割を果たしていきます。また、
予防接種スケジュール自動作成
機能が付いた「きたハピモバイ
ル」もあります。

Kita HAPI (Child Care Cheering Site of
Kita City, Tokyo) / Kita HAPI MOBAIRU
Kita HAPI plays a central role to transmit child-raising information of Kita 
City, as the portal site for households bringing up children to efficiently 
collect information on raising children. In addition, “Kita HAPI MOBAIRU” 
equipped with automatic preparation function for immunization schedule is 
also provided.

●学校の改築
　学校施設の老朽化
対策と「教育先進都
市・北区」にふさわ
しい施設整備を図る
ため、「北区立小・
中学校長寿命化計
画」に基づき、計画
的に学校の改築や長
寿命化に取り組んでいます。

School Reconstruction　In order to cope with 
deteriorated school facilities and develop them suitable for 
the “Kita City as Advanced Academic City”, Kita City has 
made plans of tackling reconstruction and life extension of 
school buildings, based on “The Plan for the Life Extension 
of Elementary and Junior High Schools in Kita City”.

●お茶の水女子大学連携事業（理科大好きプロジェクト）
　包括協定を締結しているお茶の水女子大学との連携により、実験などを通
じて理科の面白さや楽しさを実感できる機会を提供し、理科が好きな子ども
を育成しています。

Collaboration Project with Ochanomizu University
(Science Is a Lot of Fun Project)
To nurture children in order that they will like science, Kita City provides opportunities where 
children can do experiments and realize the interest and joy of science, through collaboration 
with Ochanomizu University that concluded a comprehensive agreement with Kita City.

●子育て世代包括支援センター事業
　妊娠期に「はぴママたまご面
接」を、出産後に「はぴママひ
よこ面接」を実施するなど、妊
娠・出産、母子の健康、乳幼児
期の子育てについての相談や情
報提供を行っています。

Project of Comprehensive
Support Center for Child-Rearing Generation 
The Center provides consultation and information during pregnancy and 
after childbirth about pregnancy, childbirth, maternal and child health, 
and nursing children during infancy. Such activities include “HAPI Mama 
Pregnancy Interview” during pregnancy and “HAPI Mama Childbirth 
Interview” after childbirth.



北区の新たな魅力や価値を創出する施策の展開

区民植木市（飛鳥山公園）水辺空間（荒川赤羽桜堤緑地）

新景観百選の選定駐輪対策の推進
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本格化するまちづくりの一層の推進
　自然環境豊かな北区の特性を生かした安全・安心・快適な空間を創出する施策を展開するとともに、「駅周辺のま
ちづくり」や都市基盤整備、このほか、「安全・安心」という観点からの「防災まちづくり」を中心とした面的整備
を一層推進します。
　「駅周辺のまちづくり」については、まさに今、動き出しているこの機を捉え、それぞれの特徴を生かし、にぎわ
いや利便性の向上を図るなど、魅力的なまちづくりを着実に推進します。
　王子駅周辺においては、快適で機能性の高い新庁舎建設に向けた検討を深めるとともに、百年先を展望した「東
京の北の交流拠点　水と緑豊かな王子」の実現に向け、着実に歩みを進めます。
　十条駅周辺においては、東京都や関係機関と連携・協力して、十条駅付近連続立体交差事業や鉄道付属街路事業
を推進するとともに、十条駅西口地区市街地再開発事業については、十条らしい「にぎわいの拠点」の創出に寄与
する公益施設を整備します。
　赤羽駅周辺においては、赤羽一丁目地区における市街地再開発事業を支援するとともに、まちづくりの課題解決
に向けた取組みを進めます。
　さらに、安全で快適な移動の確保や、まちの回遊性の向上を図る
ため、コミュニティバスの新規路線導入をはじめ、地域公共交通の
充実に向けた取組みを推進します。

水・みどり・公園  新たな魅力とうるおいの創出
　公園総合整備構想を策定し、Park-PFI などの手法の導入や都市公園の再生整備などに取り組み、暮らしの中にう
るおいや癒し、そして楽しみを与えてくれる魅力ある公園づくりを進めます。
　あわせて、４つの河川が区内を流れる水辺環境豊かな北区の特色を生かし、荒川緑地など水辺空間を活用して、
スポーツグラウンドの整備や自然地の再生整備に向けた取組みを推進し、区民のだれもがスポーツや水辺に親しむ
環境づくりにも力を入れます。

北区の新たな魅力や価値を創出する施策の展開

パープルリボンラッピングバス

～女性に対する暴力をなくす運動週間啓発事業～

ウォルナットクリーク市と

「パートナーシティ協定」を締結

区民まつり「国際ふれあい広場」の様子

渋沢栄一翁肖像（国立国会図書館所蔵）アスリート手形モニュメントの整備 芥川龍之介旧居跡
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文化・芸術・産業・観光  北区らしさの創造
　文化の祭典でもある「東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会」の開催や「北区文化芸術振興ビジョン」
の改定を機に、 文化芸術活動の推進をめざし、（仮称）芥川龍之介記念館の開設や平成 31 年に逝去された北区の名
誉区民である日本文学研究者ドナルド・キーン氏の功績を生かした特色ある文化事業を展開します。
　北区産業のさらなる発展をめざし、生産性向上、製品の高付加価値化、イノベーション等につながる支援や相談
体制の充実を図るとともに、創業の促進など新たな産業の展開にも積極的に取り組みます。また、個店の魅力を高
め経営基盤の安定化に資する取り組みや、商店街の新たな魅力づくりを推進するなど、生活サービス産業の振興・
支援を図ります。
　さらに、近年北区は、「住みたいまち」、「子育てしやすいまち」として、認知度も上がり、注目を集めています。また、
北区にゆかりのある渋沢栄一翁が、新たな一万円紙幣の肖像に採用され、 大河ドラマの主人公となることが決定し
たことなども踏まえ、「東京北区渋沢栄一プロジェクトの推進」など、北区の強みや魅力的な資源を総動員し、北区
らしさを創造するとともに、区内外に戦略的・効果的に魅力を発信するシティプロモーションや観光振興を一層推
進し、関係人口、交流人口、そして定住人口の増加を実現します。

多様性の尊重　だれもがいきいきと生活できる基盤の確立
　日本人と外国人が地域で相互理解を深めるとともに安心して心豊かに暮らせるまちをめざして、多文化共生の実
現に向けた取組みを推進します。
　また、人権を尊重し健康な生活を実現する、ワーク・ライフ・バランスを実現する、あらゆる分野で女性が活躍する、
男女があらゆる分野で学び参画する男女共同参画社会の実現及び多様性社会の推進に取り組みます。
　さらに、障害の有無にかかわらず、だれもがお互いを尊重し、支えあえる共生社会を実現するために、障害者の
差別解消及び理解促進に向けた取組みを推進します。



地域円卓会議

小学生との区政を話し合う会

ふるさと北区 区民まつり
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区民とともに
　区民一人ひとりがゆとりと豊かさ、そして、地域への愛着を持つことができる「北区に暮らせば幸せになれる」
魅力あふれる北区づくりをめざして、区は「区民とともに」を基本姿勢に、区民・事業者等に期待することや行政
の役割を明確にし、あらゆる場面において、協働の精神のもと区政を推進しています。

●地域のきずなづくり
　世代を超えた人々が主体的にまちづくりに取り組み、地域で
支え合えるよう、新たな担い手づくりや町会・自治会の活性化
支援などを行っています。平成28年度からは、地域の団体同
士がお互いに活動内容を理解し、情報交換をすることで、今ま
で以上に地域での連携を深めるきっかけを作ることを目的とし
た「地域円卓会議」も開催しています。
　また、「ふるさと北区区民まつり」が開催される10月を、「き
ずなづくり月間」と定め、地域のきずなの重要性や、人と人と
のつながりの大切さを改めて考え、北区への愛着と誇りを深め
る契機となるよう普及啓発に努めています。

Creating Ties in the Community
Kita City supports bringing up new caretakers and the revitalization of 
town block associations and residents’ associations, so that people 
beyond generations can work on community development on their own 
and support each other in the community. Since 2016, the City also holds 
“Regional Roundtable Conference” with the aim of making opportunities to 
deepen cooperation in the community more than ever before, by mutually 
understanding each other's activities and exchanging information among 
local bodies.
Furthermore, Kita City designated October, when “Furusato(Spiritual Home) 
Kita City People’s Festival” is held, as “Ties-creating month” and has sought 
to disseminate this concept and raise public awareness, so that this month 
will be the opportunity to reflect on the importance of ties in the community 
and the connection among people in order to deepen attachment for and 
pride in Kita City.

●区民の声を区政に
　「区政モニター会議」、「きずなトーク」、「高校生モニ
ター会議」、「中学生モニター会議」、「小学生との区政
を話し合う会」などを通して、幅広い世代の区民ニー
ズを把握し、区政に反映させています。

Reflecting the Opinions of Residents in City 
Administration
Needs of wider generations are grasped through “Municipal Politics 
Monitoring Conference”, “Talk to make Ties”, “Senior High School 
Students Monitoring Conference”, “Junior High School Student 
Monitoring Conference”, “Meeting to Discuss Municipal Politics 
with Elementary School Students”, etc. and reflected such needs in 
municipal politics.

区民向け環境教育講座

議場風景

北区 NPO・ボランティアぷらざ（協働総合相談窓口）
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区議会

　区議会を構成するのは、区民によって選ばれた40名
の議員です。議会は、条例に定められた年４回の定例
会と、必要に応じて開かれる臨時会からなり、区の重
要事項を議決します。議会には、内部組織として常任
委員会、特別委員会及び議会運営委員会があります。

City Assembly
The city Assembly is made up of 40 members elected by the 
residents. In accordance with city ordinances, there are four regular 
sessions a year, and extraordinary sessions are convened when 
necessary to vote on important city issues. The Assembly consists of 
standing committees, special committees and the steering committee.

●協働によるまちづくり
　N P O やボランティア団体、グループなどが企画、実
施するまちづくりを支援しています。

City Building Through Collaboration
Support is provided for city building that is planned and implemented 
by NPOs, volunteer groups, and other organizations.

●北区NPO・ボランティアぷらざ
　（協働総合相談窓口）　
　ＮＰＯ・ボランティアぷらざに、ＮＰＯやボラン
ティア、協働に関する相談窓口を設けています。

Kita City NPO (Nonprofit Organization) and 
Volunteer Plaza
As a facility that is closest to the residents, the NPO Volunteer 
Plaza provides a counseling service for collaborative activities.


